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『 春のビアプラザin樹林』
〜京王プラザホテル多摩〜
多摩市落合 １-４３
ＴＥＬ０４２-３７４-５９３２
（レストラン予約）

http://www.keioplaza.co.jp/tama
ガラス越しにパルテノン大通りのにぎわいを眺めながらゆったりとした食事が
楽しめるバイキングレストラン
『樹林』
（４Ｆ）。 飲み放題、食べ放題、時間制限なし
の平日プランはご家族やお仲間そろってのご利用に好評です。
３月は 彩り野菜フェア ４・５月は お花見フェア … 旬の美味しさがいっぱい、
月替わりのメニューを心ゆくまでご堪能ください。
【フードメニュー】枝豆、サラダ、野菜カレー、ベジタブルスティック、ポテトと野菜のガーリック
オイル焼き、バターコーンと茸、野菜の茸入りパスタ、フライドポテト など

１８：００〜２１
：００
（ラストオーダー ２０：３０）

■料

金

大 人 ３５００円（女性は３０００円）
小学生 ２０００円/幼児（４歳以上）
５００円 （いずれも税・サービス料含む）

駅

王子

至八

ナビぐるめ 86

（３〜５月一部メニュー例）
【ドリンクメニュー】
飲み放題 ワイン（赤・白）、生ビール、ハイボール、サワー、ソフトドリンク各種 ほか
■開催期間
〜５月３１日（火） 期間中の平日のみ ※５/２
（月）を除く

☆☆うれしいお知らせ☆☆
『京王プラザホテル多摩』様のご好意により、上記バイキングディナーの
ご招待券を２名様１組、
２組様にプレゼントしていただけることになりました。
ご希望の方は裏面の応募用紙でお申込み下さい。
『春のビアプラザin樹林』
ペアご招待券 （４／２８までの平日のみ有効）

街道
町田

国道２０号

高尾駅

回 多摩の桜 お花見スポット

41

今月の締切は３月１４日（月）
です♪

お散歩の途中で …

第
78

﹃八王子・多摩森林科学園﹄

30

多 摩 森 林 科 学 園 内にあるサクラ保 存 林は︑各 地の
著 名 なサクラの遺 伝 子 を 保 存するため昭 和 年
に設 置されました︒
現 在 約８ヘクタールの面 積に江 戸 時 代から 伝 わる
栽 培 品 種や国の天 然 記 念 物に指 定されたサクラ
のク ローン な ど ︑全 国 各 地のサ ク ラ 約２５０種 ︑
１５００本 が植 えられています ︒

入 園 時にもらえる 案 内マップを 参 考に順 路 を 進
むとおよそ１時 間 分で園 内 を 一 周できます ︒
５月 上 旬 まで時 期 をずらして咲き 乱 れる 桜 絵 巻
は圧 巻 …お 弁 当の持 込は可 能ですが研 究 施 設
のため酒 類の持 込は不 可 ︒

【サクラ豆知識】
御衣黄（ぎょいこう）
黄色と緑色が混じっている八
重のサクラ、花弁に葉緑素が
あるためにそのような色をして
います。 咲いてしばらくすると、
咲き始めは白かった中央部が
赤く変わります。
同様に桜らしくない桜としては
ウコン（鬱金）があります。

フリーダイヤル0120-165-211 フリーFAX 0800-800-3154
フリーダイヤル0120-163-411 フリーFAX 0800-800-1531

︵
︵

発行部数
12000部

春が来た〜！
今月は『旬の生八ツ橋』や
『桜の小風呂敷』
など、
春を感じるプレゼントが
いっぱ〜い！
待望の『プーシキン展』
も入荷。
毎年好評の『プロ野球名鑑』や
『Jリーグ名鑑』
も
この季節だけの限定
で〜す。
たくさんのご応募
お待ちしていま〜す。（ ０ ）／

ぱい！
にはウキウキするグルメ情 報がいっ
さらに… 春の京王プラザホテル

【多摩森林科学園】
八王子市廿里町 １８３３-８１／JR高尾駅北口から徒歩１
０分
TEL０４２-６６１-０２００
入園時間 ９：３０〜１
５：３０
（閉門は１
６：００）／駐車場なし
休園日 ４月を除く毎週月曜日（月曜日が休日の場合は翌日）
入園料 大人：３００円、小中高生：５０円（４月はそれぞれ１
００円増し）

『デリカテッセン ポピンズ』
（４Ｆ） 営業時間１
０：００〜１
９：００
■オリジナルギフトボックス プチガトー 春らんまん ￥２５００
開催期間 ４月３０日（土）まで 限定１
００箱 ２日前までに要予約。
いちごや木苺、桜をモチーフにした１
５種類の華やかなプチガトー。
パティシエ特製の桜の花びらプレートにはご希望のメッセージが
入ります。 お祝いやお誕生日のプレゼントにどうぞ…。

http://www.ffpri-tmk.affrc.go.jp/ 桜の開花情報はHPでチェック！

中国料理『南園』
（４Ｆ） 営業時間 １
１
：３０〜１
５：００
（日・祝〜１
６：００）／１
７：００〜２１
：００
東京マイスター『李国超』が贈る悠久のシルクロードを旅する春の特別メニュー
開催期間 ４月１
０日（日）まで
焼きラム入り特製前菜、揚げ・蒸し餃子・小龍包などの点心、香味牛肉入り
南園風ベルト麺、豆乳プリンローズジャムなど… ３種類のコース料理をご用意。
■ランチコース ①『天山』
￥３０００ ②『桜蘭』
￥４０００ ③『洛陽』
￥７０００

インフォメーション
スタッフ紹介 120
おきた

こうへい

沖田 浩平
昭和６０年１月１５日生（２６歳）
兵庫県神戸市出身
関西学院大学総合政策部卒業
センター店お客様サービス係
担当エリア１４区：愛宕・乞田・豊ヶ丘１丁目
センター店のニューフェイスは癒し系のナイスガイ。 小学校
３年生の時に阪神淡路大震災に遭遇、有馬温泉に程近い高台
に家があったため、大きな被害もなくライフラインも数時間
で復旧、 どんな状況でも新聞が毎日届いていたことのスゴ
さを今改めて実感しているのでは…。
弟と妹のいる長男坊、 大学卒業後は地元のデイケアセンタ
ーで介護の仕事に従事、２年半の貴重な体験をした。
遠距離恋愛中だったフィアンセとの結婚を考え上京。 初めて
の仕事、 初めての東京… 冬の配達は思いのほかしんどかっ
たが、 結婚に向けてまずは貯金… 足元をしっかりと見据え
た堅実な仕事ぶりにエール！
所長
神戸から来た沖田です。１２月からお世話になっていますが、
右も左も分からない私を快く迎えてもらいました。 まだまだ
慣れないことが多く、 周りの先輩に助けられながらの毎日
です。 忙しさに目が回りそうですが、ひとつひとつの仕事に
真面目に取組むことで、お客様や先輩の信頼を得たいと思い
ます。 今後ともよろしくお願い致します。
沖田 浩平

BO
OK

注目☞お誕生日特典

の
ご紹介
①

４０００円以上のコースをご利用の方にバースディケーキの
プレゼントがあります。 ご予約の際にお伝え下さい。
★対象レストラン 南園・樹林（４Ｆ） あしび（２Ｆ）
★樹林はディナーバイキング（土日祝のみ営業）ご利用の方に限ります。
★３日前までのご予約で２名様以上のご利用に限ります。
★ケーキのお持ち帰りは不可。

チャットボード

理科がわかる、好きになる！
なんでもわかるビックリ科学誌

朝日ジュニアシリーズ

週刊

（全て税金・サービス料を含む）

かがくる

改訂版

３月17日（木）創刊
２号以降定価５００円（税込）

「かがくる特製バインダー」
２巻セットも同時発売
価格９８０円（税込）／１セット
（２巻）
１セットにバインダーが２巻入っています。

②

日刊スポーツ

プロ野球
選手写真名鑑
2011

オールカラー
写真が大きく

見やすい！
支配下選手

徹底完全ガイド
セ・パ全日程 各種記録
インデックス付き

③

日刊スポーツ

2011

J リーグ

プレーヤーズ名鑑
全登録選手
顔写真付き完全ガイド
J１
・J２全日程＆
各種データ満載！
知りたい選手が
すぐ見つかる

インデックス

★①②③をプレゼントいたします。 ご希望の方は裏面の応募用紙でお申込み下さい。

新学期以降︑新聞を使
った授業が小中学校で
増えていきます︒
新聞はすべての学力の
基本となる﹁読む力﹂
﹁書く力﹂︑そしてお子
さんの好奇心と探究心
を育むことに有効的で
あると言われています︒
﹃しつもん！ ドラえも
ん﹄のスクラップブック
などを利用して︑すでに
新 聞 を活用した学 力
アップに取組んでいらっ
しゃるご家庭の様子など
お聞かせいただければ
幸いです︒
所長

大好評！
第54回
バスツアーの
お知らせ

「高遠のコヒガンザクラを見に行こう！」
■旅行期日： ４月１２日
（火）
■旅行代金： ６３００円（城址公園入場券・昼弁当付）
◆お申込み・お問い合せは
（株）朝日旅行TEL03-3248-6464 担当：笹嶋
◆本日（3/10）、新聞チラシが折込まれていますのでご覧下さい。

